
書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

ぼくがきょうりゅうだったとき
こどもえほんランド 1

まつおか たつひで／作・絵
（ポプラ社） 2011 E/ﾏﾂｵ/11.7

またおいで
もりやま みやこ／作
いしい つとむ／絵 （あかね書房） 2011

913.6/ﾓﾘﾔ
/11.10

パンケーキをたべるサイなんていない?
アンナ・ケンプ／ぶん
サラ・オギルヴィー／え （BL出版） 2011 E/ｵｷﾙ/11.12

へいわってどんなこと?
日・中・韓平和絵本

浜田 桂子／作 （童心社） 2011 E/ﾊﾏﾀ/11.4

ココロ屋
文研ブックランド

梨屋 アリエ／作
菅野 由貴子／絵 （文研出版） 2011

913.6/ﾅｼﾔ
/11.9

チョコレートと青い空
ホップステップキッズ! 18

堀米 薫／作
小泉 るみ子／絵 （そうえん社） 2011 913.6/ﾎﾘｺ/11.4

ここがわたしのおうちです
アイリーン・スピネリ／文
マット・フェラン／絵 （さ・え・ら書房） 2011 933/ｽﾋﾈ/11.10

カモのきょうだいクリとゴマ
なかがわ ちひろ／作・絵
中村 玄／写真 （アリス館） 2011 488/ﾅｶｶ/11.9

心の森 小手鞠 るい／作 （金の星社） 2011
913.6/ｺﾃﾏ
/11.12

走れ!マスワラ
グザヴィエ=ローラン・プティ／作
浜辺 貴絵／訳 （PHP研究所） 2011 953/ﾌﾃｨ/11.9

わたしのひかり
評論社の児童図書館・絵本の部屋

モリー・バング／作
さくま ゆみこ／訳 （評論社） 2011 E/ﾊﾝｸ/11.6

ピアノはともだち 奇跡のピアニスト辻
井伸行の秘密
世の中への扉 音楽

こうやま のりお／著 （講談社） 2011 762/ｺｳﾔ/11.4

平成2４年度第5８回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

　　　※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。
　　　※書名の後ろに＜静＞がついているものは「静岡県夏休み推せん図書」にも選ばれています。

小学校低学年の部

小学校中学年の部

小学校高学年の部



地をはう風のように
福音館創作童話シリーズ

高橋 秀雄／作
森 英二郎／画 （福音館書店） 2011

913.6/ﾀｶﾊ
/11.4

怪物はささやく
シヴォーン・ダウド／原案
パトリック・ネス／著 （あすなろ書房） 2011 933/ﾈｽ/11.11

地球の声に耳をすませて 地震の正体を
知り、命を守る
くもんジュニアサイエンス

大木 聖子／著 （くもん出版） 2011
453/ｵｵｷ
/11.12

オン・ザ・ライン 朽木 祥／著 （小学館） 2011
913.6/ｸﾂｷ
/11.7

ダーウィンと出会った夏
ジャクリーン・ケリー／作
斎藤 倫子／訳 （ほるぷ出版） 2011 933/ｹﾘ/11.7

パスタでたどるイタリア史
岩波ジュニア新書 699

池上 俊一／著 （岩波書店） 2011 383/ｲｹｶ/11.11

中学校の部

高等学校の部
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書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

ぞうさんのおとしあな
こどもえほんランド 2

高畠 純／作 （ポプラ社） 2011 E/ﾀｶﾊ/11.8

ねことライオンにてる?にてない?
おおきなかがく

 （ひさかたチャイルド） 2011 489/ﾈｺﾄ/11.7

がたぴしくん
わたしのえほん

たしろ ちさと／作・絵 （PHP研究所） 2011 E/ﾀｼﾛ/11.7

おつきさまなにみてる
あかちゃん・かどまるえほん 2

なかじま かおり／さく （岩崎書店） 2011 E/ﾅｶｼ/11.12

カエルの目だま
日高 敏隆／文
大野 八生／絵 （福音館書店） 2011 E/ｵｵﾉ/11.5

パパのしごとはわるものです
えほんのぼうけん 27

板橋 雅弘／作
吉田 尚令／絵 （岩崎書店） 2011 E/ﾖｼﾀ/11.5

ぼくもおにいちゃんになりたいな
アストリッド・リンドグレーン／文
イロン・ヴィークランド／絵
（徳間書店）

2011 E/ｳｨｸ/11.4

しげちゃん
室井 滋／作
長谷川 義史／絵 （金の星社） 2011 E/ﾊｾｶ/11.5

レンタルロボット
ジュニア文学館

滝井 幸代／作
三木 謙次／絵 （学研教育出版） 2011

913.6/ﾀｷｲ
/11.9

ココロ屋
文研ブックランド

梨屋 アリエ／作
菅野 由貴子／絵 （文研出版） 2011

913.6/ﾅｼﾔ
/11.9

さくら 原発被災地にのこされた犬たち
馬場 国敏／作
江頭 路子／絵 （金の星社） 2011

913.6/ﾊﾊ
/11.12

地球をほる 川端 誠／作 （BL出版） 2011 E/ｶﾜﾊ/11.9

小学校低学年（１～２年）向き

小学校中学年（３～４年）向き

平成2４年度静岡県教育研究会学校図書館研究部選定静岡県夏休み推せん図書

　　　※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。
　　　※書名の後ろに＜緑＞がついているものは「全国学校図書館協議会選定「夏休みの本」（緑陰図
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幼児向き



リターン!
文研じゅべにーる

山口 理／作
岡本 順／絵 （文研出版） 2011

913.6/ﾔﾏｸ
/11.3

「あの日」のこと
東日本大震災2011・3・11

高橋 邦典／写真 文 （ポプラ社） 2011 369/ﾀｶﾊ/11.6

ミンティたちの森のかくれ家
Modern Classic Selection 7

キャロル・ライリー・ブリンク／著
谷口 由美子／訳 （文溪堂） 2011 933/ﾌﾘﾝ/11.1

あしたは晴れた空の下で
 ぼくたちのチェルノブイリ

中澤 晶子／作
小林 ゆき子／絵 （汐文社） 2011

913.6/ﾅｶｻ
/11.7

千年の森をこえて
キャシー・アッペルト／著
片岡 しのぶ／訳 （あすなろ書房） 2011 933/ｱﾍﾙ/11.5

クロティの秘密の日記
くもんの海外児童文学

パトリシア・C.マキサック／作
宮木 陽子／訳 （くもん出版） 2010

933/ﾏｷｻ
/10.11

みんなで見守る世界遺産 白神山地 齋藤 宗勝／著 （アリス館） 2011 402/ｻｲﾄ/11.9

モタさんの重たい心がフワリと軽くなる
ちょっといい言葉

斎藤 茂太／著 （PHPエディターズ・グルー
プ） 2011 159/ｻｲﾄ/11.10

小学校高学年（５～６年）向き

中学生向き



書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

うふふ森のあららちゃん
麻生 かづこ／作
秋里 信子／絵 （国土社） 2011

913.6/ｱｿｳ
/11.5

ひみつのノック
おはなしドロップシリーズ

武鹿 悦子／さく
ミヤハラ ヨウコ／え （佼成出版社） 2011

913.6/ﾌｼｶ
/11.4

あさがお 荒井 真紀／文・絵 （金の星社） 2011 E/ｱﾗｲ/11.6

ねえ、おきてる?
ソフィー・ブラックオール／作
もとした いづみ／訳 （光村教育図書） 2011 E/ﾌﾗｯ/11.9

てんせいくん
八束 澄子／作
大島 妙子／絵 （新日本出版社） 2011

913.6/ﾔﾂｶ
/11.3

ペットショップはぼくにおまかせ
ヒルケ・ローゼンボーム／作
若松 宣子／訳 （徳間書店） 2011 943/ﾛｾﾝ/11.9

ふしぎの森のヤーヤー ブリキ男よしあ
わせに

内田 麟太郎／作
高畠 純／絵 （金の星社） 2011

913.6/ｳﾁﾀ
/11.11

わがまま姫と魔法のバラ
ポプラ物語館 魔法の庭ものがたり 38

あんびる やすこ／作・絵 （ポプラ社） 2011
913.6/ｱﾝﾋ
/11.10

ぼくたちのサマー 本田 有明／著 （PHP研究所） 2011
913.6/ﾎﾝﾀ
/11.6

ラブレター物語
Green Books

丘 修三／作
ささめや ゆき／え （小峰書店） 2011 913.6/ｵｶ/11.9

天游 蘭学の架け橋となった男
くもんの児童文学

中川 なをみ／作
こしだ ミカ／画 （くもん出版） 2011

913.6/ﾅｶｶ
/11.10

エメラルド・アトラス 最古の魔術書
ジョン・スティーブンス／著
片岡 しのぶ／訳 （あすなろ書房） 2011 933/ｽﾃｨ/11.12

低学年（１～２年）の部

中学年（３～４年）の部

高学年（５～６年）の部

展示期間201２年８月１日～８月30日
〒422-8002静岡市駿河区谷田53-1静岡県立中央図書館

子ども図書研究室TEL054-262-1243（資料課）

第３０回なつやすみ読書感想画コンクール指定図書

　　　※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。



書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

ことばあそびどうぶつえん
石津 ちひろ／文
石井 聖岳／絵 （のら書店） 2012 E/ｲｼｲ/12.1

のはらのおへや
ポプラ社の絵本 5

みやこし あきこ／作 （ポプラ社） 2011 E/ﾐﾔｺ/11.9

まいごの、まいごの、ゴンザレス
おはなしトントン 28

服部 千春／作
村上 康成／絵 （岩崎書店） 2011

913.6/ﾊｯﾄ
/11.12

うさぎのラジオ
島村 木綿子／作
いたや さとし／絵 （国土社） 2011

913.6/ｼﾏﾑ
/11.11

めっけもののサイ
シェル・シルヴァスタイン／作
長田 弘／訳 （BL出版） 2011 E/ｼﾙｳ/11.9

しんせつなかかし
ランドセルブックス イギリスのものが
たり

ウェンディ・イートン／作
おびか ゆうこ／訳 （福音館書店） 2012 E/ｼﾉｻ/12.1

トンネルをほる
ライアン・アン・ハンター／文
エドワード・ミラー／絵 （ほるぷ出版） 2012 E/ﾐﾗ/12.2

みどりのカーテンをつくろう
菊本 るり子／作
のぐち ようこ／絵 （あかね書房） 2012 E/ﾉｸﾁ/12.3

小学校低学年

平成2４年度全国学校図書館協議会（ＳＬＡ）選定
第4５回「夏休みの本」（緑陰図書）

　　　※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。
　　　※書名の後ろに＜静＞がついているものは「静岡県夏休み推せん図書」にも選ばれています。



かっぱ
杉山亮のおばけ話絵本 3

杉山 亮／作
軽部 武宏／絵 （ポプラ社） 2011 E/ｶﾙﾍ/11.10

秘密のゴンズイクラブ
広瀬 寿子／作
服部 華奈子／絵 （国土社） 2011

913.6/ﾋﾛｾ
/11.5

盆まねき
富安 陽子／作
高橋 和枝／絵 （偕成社） 2011 913.6/ﾄﾐﾔ/11.7

あたしって、しあわせ!
ローセ・ラーゲルクランツ／作
エヴァ・エリクソン／絵 （岩波書店） 2012 949/ﾗｹﾙ/12.3

雨あがりのメデジン
鈴木出版の海外児童文学 この地球を生
きる子どもたち

アルフレッド・ゴメス=セルダ／作
宇野 和美／訳 （鈴木出版） 2011 963/ｺﾒｽ/11.12

ちいさな鳥の地球たび
えほんのぼうけん 30

藤原 幸一／写真・文
（岩崎書店） 2011 E/ﾌｼﾜ/11.8

風の島へようこそ
 くりかえしつかえるエネルギー

アラン・ドラモンド／さく
まつむら ゆりこ／やく （福音館書店） 2012 E/ﾄﾗﾓ/12.2

ヒトの親指はエライ!
ふしぎ・おもしろ・科学入門

山本 省三／文
遠藤 秀紀／監修 （講談社） 2011 491/ﾔﾏﾓ/11.7

ラブレター物語
Green Books

丘 修三／作
ささめや ゆき／え （小峰書店） 2011 913.6/ｵｶ/11.9

いのち運んだナゾの地下鉄
野田 道子／作
藤田 ひおこ／絵 （毎日新聞社） 2012 913.6/ﾉﾀ/12.2

シーラカンスとぼくらの冒険
スプラッシュ・ストーリーズ 10

歌代 朔／作
町田 尚子／絵 （あかね書房） 2011

913.6/ｳﾀｼ
/11.9

ピーターサンドさんのねこ
ルイス・スロボドキン／作
清水 眞砂子／訳 （あすなろ書房） 2012 933/ｽﾛﾎ/12.1

テッドがおばあちゃんを見つけた夜
ペグ・ケレット／作
吉上 恭太／訳 （徳間書店） 2011 933/ｹﾚｯ/11.5

ウィッシュ 願いをかなえよう!
フェリーチェ・アリーナ／作
横山 和江／訳 （講談社） 2011 933/ｱﾘﾅ/11.8

がんばっぺ!アクアマリンふくしま
 東日本大震災から立ちなおった水族館

中村 庸夫／著 （フレーベル館） 2012 480/ﾅｶﾑ/12.2

車いすバスケで夢を駆けろ 元Jリーガー
京谷和幸の挑戦
ノンフィクション知られざる世界

京谷 和幸／著 （金の星社） 2011 783/ｷｮｳ/11.12

小学校中学年

小学校高学年



願かけネコの日
ティーンズ文学館

那須田 淳／作
スカイエマ／絵 （学研教育出版） 2011

913.6/ﾅｽﾀ
/11.12

鷹のように帆をあげて まはら 三桃／著 （講談社） 2012
913.6/ﾏﾊﾗ
/12.1

千年の森をこえて
キャシー・アッペルト／著
片岡 しのぶ／訳 （あすなろ書房） 2011 933/ｱﾍﾙ/11.5

戦火の馬
マイケル・モーパーゴ／著
佐藤 見果夢／訳 （評論社） 2012 933/ﾓﾊｺ/12.1

わたしの山の精霊(リューベツァール)も
のがたり
 山の神さまにまつわる24と3つのお話

オトフリート・プロイスラー／作
ヘルベルト・ホルツィング／絵
（さ・え・ら書房）

2011 943/ﾌﾛｲ/11.12

鉄は魔法つかい 命と地球をはぐくむ
「鉄」物語

畠山 重篤／著
スギヤマ カナヨ／絵 （小学館） 2011 452/ﾊﾀｹ/11.6

ヤモリの指から不思議なテープ
 自然に学んだすごい!技術

松田 素子／文
江口 絵理／文 （アリス館） 2011 504/ﾏﾂﾀ/11.12

特別授業3.11君たちはどう生きるか
14歳の世渡り術

あさの あつこ／[ほか]著 （河出書房新社） 2012 369/ｱｻﾉ/12.3

虹の岬の喫茶店 森沢 明夫／著 （幻冬舎） 2011
913.6/ﾓﾘｻ
/11.6

永遠(とわ)をさがしに 原田 マハ／著 （河出書房新社） 2011
913.6/ﾊﾗﾀ
/11.11

サウンド・オブ・サイレンス 五十嵐 貴久／著 （文藝春秋） 2011
913.6/ｲｶﾗ
/11.10

ハティのはてしない空
鈴木出版の海外児童文学 この地球を生
きる子どもたち

カービー・ラーソン／作
杉田 七重／訳 （鈴木出版） 2011 933/ﾗｿﾝ/11.7

隠れ家 アンネ・フランクと過ごした少
年
海外文学コレクション 2

シャロン・ドガー／作
野沢 佳織／訳 （岩崎書店） 2011 933/ﾄｶ/11.7

印刷職人は、なぜ訴えられたのか
ゲイル・ジャロー／著
幸田 敦子／訳 （あすなろ書房） 2011 316/ｼｬﾛ/11.10

なんにもないけどやってみた
プラ子のアフリカボランティア日記

栗山 さやか／著 （岩波書店） 2011 916/ｸﾘﾔ/11.10

戦場のタクト
 戦地で生まれた、奇跡の管弦楽団

柳澤 寿男／著 （実業之日本社） 2012 762/ﾔﾅｷ/12.2

中学校

高等学校



展示期間201２年８月１日～８月30日
〒422-8002静岡市駿河区谷田53-1静岡県立中央図書館

子ども図書研究室TEL054-262-1243（資料課）


